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2019 年 4 月 19 日 
 

 マネックス証券との提携記念経済セミナーの開催について  

 

株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：上野 雅史）は、マネックス証券株式会社のチ

ーフ・アナリスト 大槻 奈那 氏を講師に招き、提携記念経済セミナーを開催します。 

当行は、今年 2月にマネックス証券と提携し金融商品仲介サービス(※)の取扱いを開始していま

す。今回の提携記念セミナーは、本提携に係るサービスの一つとして開催するもので、マネック

ス証券のチーフ・アナリストが直接、お客さまに最新の投資情報をお届けいたします。 

なお、講師の大槻氏は、国内外の金融市場やマクロ環境等の分析などの豊富なキャリアを有し、

各種メディアのアナリストランキングでも高い評価を得ています。 

 

※ 当行ホームページの専用サイトを通じてマネックス証券の証券総合取引口座開設ができるほか、口座を開設

いただいたお客さまは、マネックス証券が提供する多様で先進的な金融商品の購入等が可能となるサービス 

 

記 

 

１．演   題  「これからどうなる？新時代「令和」の日本経済、世界経済」 

２．講   師   大槻 奈那 氏 

          マネックス証券株式会社 チーフ・アナリスト 兼 マネックス・ユニバーシティ長 

３．日時・会場 

開 催 日 時 2019 年 5 月 16 日（木）18:30～20:00 

会 場 山形テルサ 研修室 A（山形市双葉町 1-2-3） 

定 員 50 名 

  ※定員に達し次第受付を終了しますので、予めご了承ください。 

４．お申込み方法 

本セミナーは入場無料です。セミナーへの参加をご希望される場合は、5 月 10 日までに次の 

(1)～(3)の方法でお申込みいただけます。 

（1） お電話でのお申込みの場合： 

下記フリーダイヤルにお電話ください。 

荘内銀行コンタクトセンター （TEL 0120-104-327／平日 9:00～19:00） 

（2） ＦＡＸでのお申込みの場合： 

セミナーチラシ裏面の参加申込書に必要事項をご記入いただき、下記 FAX にご送付ください。 

 荘内銀行コンタクトセンター （FAX 0235-28-2440） 
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（3） 荘内銀行アプリでのお申込みの場合： 

アプリでのお申込みには、あらかじめ「荘内銀行アプリ」のダウンロードおよび残高照会機

能への口座番号登録が必要になります。ご登録いただくと「荘内銀行アプリ」の「お得な情報」

からセミナーのお申込みができます。 

※「荘内銀行アプリ」は、「Google Play」「App Store」にてダウンロードいただけます。（「荘

内銀行」で検索すると、検索結果に「荘内銀行アプリ」が表示されます。） 

※ アプリのダウンロードおよびアプリ利用時における通信料はお客さまのご負担となります。 

※ アプリでのお申込み方法の詳細は、別紙をご参照ください。 

 

（ご参考）金融商品仲介サービス概要 

（1）口座開設方法 

① 荘内銀行ホームページ、荘内銀行アプリで「オンライン金融商品仲介サービス」画面へ 

② 荘内銀行ホームページ上の注意事項等を確認し、マネックス証券の口座開設ボタンをクリック 

③ マネックス証券ホームページで必要事項を入力し、口座開設申込み 

 ※口座開設後、金融商品のご購入等については、マネックス証券と直接お取り引きいただきます。 

（2）マネックス証券の主な特徴 

① お手頃な手数料 

・株式取引手数料 100円（税抜）からお取引きいただけるお手頃な手数料設定です。 

② 充実の投資対象商品 

・国内株式だけでなく、米国株式や中国株式といった海外投資商品など、ラインナップが充実して

います。 

③ 安心のサポート体制 

・お申込み手続き等の通常のサポートに加えて、パソコン操作に関する技術的なご質問にもオペレ

ーターが対応いたします。 

・パソコンでもスマホでも参加できるオンラインセミナーを随時開催する等、投資情報の提供も充実

しています。 

   ※お申込みのホームページアドレス 

    https://www.shonai.co.jp/kojin/fuyasu/chukai.html 

 
以上 
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【金融商品仲介に関するご注意事項】 

 

提携証券会社との取引商品をお申し込みの際は、以下の点にご注意ください。 

 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行ならび

に証券会社が元本を保証するものではありません。 

 金融商品仲介で取り扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務また

は財産の状況の変化等により価額が変動し、損失が生じるおそれがあります。 

 

 お取引に際しては、手数料等がかかる場合があります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取

引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。 

 各商品のリスクおよび手数料等の情報の詳細については、各商品の「契約締結前交付書面」、「目論見書」

または「販売用資料」等でご確認ください。 

 お取引に際して交付する「契約締結前交付書面」、「目論見書」または「約款」等は、その内容を必ず確

認のうえ、お取引の投資判断はご自身でお願いします。 

 当行は証券会社（委託金融商品取引業者）とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、お客

さまが希望される証券会社の証券取引口座の開設が必要です。 

 当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介の商品やサービスは、証券会社によるものであり、当

行が提供するものではありません。 

 当行が証券会社とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。したがって、証券会社とお客さま

との間の契約の締結権はありません。 

 当行での金融商品仲介のお取引の有無が、お客さまと当行との取引（預金・融資・為替等）に影響を与え

ることはありません。また、当行での取引内容（預金・融資・為替等）が金融商品仲介サービスの取引に

影響を与えることはありません。 

 証券会社によって、取扱商品・手数料等が異なります。また同一商品でも手数料等が異なる場合がありま

す。詳しくは証券会社のホームページ等でご確認ください。 

 ご購入いただいた有価証券等は、証券会社が指定する方法により管理され、投資者保護基金による支払い

の対象となります。 

株式会社荘内銀行  

登録金融機関東北財務局長（登金）第6号加入協会日本証券業協会 

【委託金融商品取引業者】 

マネックス証券株式会社 

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第165号  

加入協会日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 

 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 

営業推進部 柴田 TEL 023-626-9007 
 



提携記念経済セミナー

これからどうなる?
新時代「令和」の

日本経済、世界経済

講師:マネックス証券株式会社
チーフ・アナリスト 大槻 奈那 氏

地区 日程 会場 定員

山形会場 令和元年5月16日(木)
18:30~20:00

山形テルサ 研修室A
山形市双葉町1丁目2番3号

50名

※参加費は無料です。どなたでも参加いただけます。参加を希望される方は、荘内銀行アプリでお申込みいただくか、お電話
またはFAX（裏面参加申込書）でコンタクトセンターまでご連絡ください。（詳しくは、裏面をご確認ください）

※各会場ともお席に限りがございます。定員になり次第申込みを締め切らせていただきますので、予めご了承ください。
※本セミナーでは、お客さまへの各種情報提供とあわせて、当行取扱サービスのご紹介を行う場合があります。
※講演内容等は、都合により変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

主催

株式会社荘内銀行
登録金融機関 東北財務局⾧（登金）第6号
加入協会 日本証券業協会

特別協賛

マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局⾧（金商）第165号
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物協会

一般社団法人日本投資顧問業協会



荘内銀行アプリでのお申込 お電話でのお申込み ＦＡＸでのお申込み

アプリを起動し、お得な情報か
ら「荘内銀行セミナー」をタッ
プします。
ご参加を希望される会場（山形
会場）を選択し、「エントリー
する」をタップし、お申込みく
ださい。

荘内銀行コンタクトセンターへ
お電話でお申込みください。

0120-104-327
（受付時間は平日9時~19時です）
お電話でご参加される方のお名
前、ご住所、お電話番号をお知
らせください。

荘内銀行コンタクトセンターへ
FAXでお申込みください。

📠 0235-28-2440
参加申込書にお名前、ご住所、
お電話番号のご記入をお願いし
ます。

セミナー参加のお申込み方法

荘内銀行×マネックス証券 提携記念経済セミナー 参加申込書

参加希望のお客さまは、お電話またはFAXで下記、荘内銀行コンタクトセンターまでお申込みください。

☎0120-104-327 📠0235-28-2440

ご参加希望のセミナー会場 5月16日（木）山形

お名前 フリガナ お取引店名

ご住所 〒 電話番号

《個人情報のお取扱いについて》
本参加申込書により得た個人情報は、本セミナー開催にあたって必要な参加者名簿の作成、セミ
ナー開催後のお客さまへの当行および当行の提携会社の金融商品やサービスの提供に役立たせてい
ただくために使用し、それ以外の目的には使用しません。

※本セミナーの参加申込の受付期間は、5月10日（金）までとさせていただきます。なお、定員に
達した場合は、期間中であっても参加受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。



①荘内銀⾏アプリ【トップ画⾯】 ②荘内銀⾏アプリ【詳細ページ】

③荘内銀⾏アプリ【エントリー画⾯】

④荘内銀⾏アプリ【確認画⾯】

⑤荘内銀⾏アプリ【完了画⾯】

荘内銀⾏アプリでのセミナー申込⽅法

⼭形会場をチェック


